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第１８回九州地方交通審議会 議事録（詳細版） 

 

日時：平成２７年６月１日（月） 

                      場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル福岡 

 

【事務局】 本日は、第18回九州地方交通審議会にご出席いただき有り難うございます。

開催の前に一つお願いがございます。携帯電話はあらかじめスイッチを切るか、マナーモ

ードにご設定いただきますようお願いいたします。 

 定刻になりましたので、只今から第18回九州地方交通審議会を開催致します。 

委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、本審議会にご出席いただきまことにあり

がとうございます。 

 私は、事務局を担当いたします九州運輸局企画観光部計画調整官の宇都宮と申します。

後ほど石原会長に議事進行をお願いするまでの間、司会進行役を務めさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 本審議会は、報道関係者も含めて従来から公開で開催しておりますので、皆様にはあら

かじめご了解をお願いいたします。 

 最初にお手元の資料を確認させていただきます。 

 まず、一番上に議事次第の１枚紙がございます。続きまして、九州地方交通審議会委員

名簿の１枚紙でございます。続きまして第１８回九州地方交通審議会出席者名簿、これも

１枚紙でございます。その次に配席図、これも１枚紙でございます。本日の資料としまし

て、「「交通政策基本計画」に基づく九州運輸局の取り組み」と、本日使用する資料を２

１ページまで両面印刷をしております。続きまして、同じく九州運輸局の取り組み参考資

料、本資料の参考資料ということで、６５ページまでございます。両面印刷でございます。

そして、続きまして交通政策基本計画、同じく４７ページまで、両面印刷でございます。

審議会資料は以上でございます。最後に、「海フェスタ」のチラシを皆さんに１枚ずつ、

ＰＲ用にお渡ししております。以上でございます。不足等ございませんでしょうか。落丁

等ございましたら、事務局までお知らせください。 

 続きまして、定足数を報告させていただきます。出席者名簿をご覧いただきますようお

願いします。本日は、委員及び議事に関係のある臨時委員、委員が８名、臨時委員が２４

名の合計３２名でございます。代理出席も含めまして、委員が８名、臨時委員２１名の合
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計２９名のご出席をいただいております。審議会規則第７条に定めます定足数である過半

数に達しておりますので、ご報告させていただきます。 

 それでは、議事次第の２、九州運輸局長挨拶でございます。審議会の開催に当たり、九

州運輸局長、竹田浩三よりご挨拶を申し上げます。竹田局長お願いします。 

【竹田九州運輸局長】  九州運輸局長の竹田でございます。第１８回の九州地方交通審

議会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 

 本日、委員の皆様方には、大変ご多忙のところ本審議会に参加をいただきまして、まこ

とにありがとうございます。また平素より、私ども九州運輸局の交通・観光行政に当たり

まして、格別のご理解、ご支援、ご協力をいただいておりますことをこの場をおかりしま

して厚く御礼申し上げます。 

 さて、今から１年半ぐらい前になります平成２５年１１月２７日に交通政策基本法が成

立いたしまして、同じく１２月４日に公布、施行されたわけでございます。我が国におけ

る初めての交通政策に対する基本法制といたしまして、交通政策に関する基本理念、ある

いはその実現を図るために講ずべき施策を規定するとともに、国、地方公共団体、そして

民間事業者の方々、そして国民の皆さんがそれぞれ責務と役割を果たして、その適切な役

割分担のもと、有機的、効率的に交通政策を推進すべきである旨が規定されたわけでござ

います。 

 その法律の施行を受けまして、ずっと交通政策基本計画というものを政府でまとめてお

りました。これが、今年の２月１３日に政府の閣議決定を見たわけでございます。 

 本日の審議会では、この政府の交通政策基本計画に基づき、国として２０２０年までの

目標を達成するために、私ども九州運輸局として今までやってきたこと、あるいは今後の

取り組みについてご説明させていただきたいと思います。これらをもとに、委員の皆様か

ら忌憚のないご意見あるいはご示唆をいただければ幸いでございます。 

 限られた時間ではございますけれども、活発なご意見、ご提言を賜りますようお願い申

し上げまして、冒頭、私の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願い申し

上げます。 

【事務局】  続きまして、議事次第３、会長挨拶でございます。本審議会の会長でござ

います石原会長から一言ご挨拶を賜りたいと存じます。石原会長、よろしくお願いいたし

ます。 

【石原会長】  皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました石原でございます。ＪＲ九
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州の相談役をしております。また九州観光推進機構の会長と九経連の観光部会長をしてお

り、観光に大変軸足を移しております。 

 いずれにしても、今、竹田局長からお話ございましたけれども、今年の２月に交通政策

基本計画というものができました。２０２０年に東京オリンピック、パラリンピックがあ

るわけでございますけれども、それを見据えて、２０２０年度までに政府が今後講ずべき

交通に関する施策を定めているわけでございます。九州において、この計画を推進するた

めに一体どういうことをやっていったらいいかを本日のテーマとさせていただいておりま

す。 

 九州運輸局からは、今後の交通や観光に関する施策の取り組みを報告いただくことにな

っております。それぞれのお立場から委員各位のご意見をいただければと思う次第でござ

います。 

 超高齢化、人口減少の時代にあって、九州の発展のためには、誰もが身近で利用しやす

い安全・安心な交通手段が確保され、国内や国外に向けて九州の自然や観光地の情報を発

信し、国内外の交流人口をさらに拡大させ、地域の活性化を図ることが必要であります。

地方創生の重要テーマは観光、そしてそのためには交通ということでございます。委員の

皆様におかれましては、忌憚のないご意見や活発なご討議をお願い申し上げまして、私の

挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】  石原会長、ありがとうございました。 

 続きまして、議事次第４、委員のご紹介でございます。お手元の委員名簿、出席者名簿

をごらんください。名簿の上から順番にご紹介させていただきます。 

 初めに、特定非営利活動法人タウン・コンパス理事長の井上信昭様でございます。 

【井上委員】  井上でございます。よろしくお願いします。 

【事務局】  次に、九州産業大学大学院経済・ビジネス研究科フェロー教授の横山秀司

様でございます。 

【横山委員】  横山です。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  続きまして、九州商工会議所連合会会長、末吉紀雄様の代理として、本日

は商工振興本部特命担当部長の関功一郎様にご出席いただいております。 

【関委員代理】  関です。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  続きまして、株式会社西日本新聞社西日本会事務局長の山形紀子様でござ

います。 
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【山形委員】  山形でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  続きまして、株式会社ＪＴＢ九州代表取締役社長の古田和吉様でございま

す。 

【古田委員】  古田です。よろしくお願いします。 

【事務局】  続きまして、一般社団法人由布院温泉観光協会会長の桑野和泉様でござい

ます。 

【桑野委員】  桑野でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  最後に、福岡市七区男女共同参画協議会代表、櫻井千惠美様でございます。 

【櫻井委員】  櫻井でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  本委員については以上でございます。 

 続いて臨時委員のご紹介ですが、時間の関係により、お手元にお配りしております出席

者名簿及び配席図によりご紹介にかえさせていただきたいと思います。 

 それでは、これから先の議事進行につきましては、石原会長にお願いしたいと思います。

会長、よろしくお願いいたします。 

【石原会長】  それでは、早速でございますが、本日席上に配付されております議事次

第に従いまして議事を進めてまいりたいと思います。 

 初めに、交通政策基本法に基づく交通政策基本計画の推進に当たって、九州における課

題等の解決の方策について事務局より説明をお願いします。 

【事務局】  企画観光部交通企画課長の前川と申します。 

 お手元にお配りしました、「「交通政策基本計画」に基づく九州運輸局の取り組み」の

資料に基づきましてご説明をさせていただきます。 

 まず、交通政策基本法の概要についてご説明をさせていただきます。 

 局長からもご説明がありましたとおり、平成２５年１２月４日に交通政策全体を取りま

とめる法制が初めて出来上がり、この中で、国の基本理念に関して、例えば豊かな国民生

活の実現、国際競争力の強化、地域の活力の向上、大規模災害への対応等に関して定めて

おります。それらにつきまして国においてどういった施策を講じるべきであるかというこ

とで、国の施策が第１６条から３１条に掲げられております。また、それぞれ交通を支え

る関係者、つまり民間事業者であったり地方自治体であったり、国ももちろんそうですが、

あと国民、住民の参画が重要になってきまして、それぞれにつきまして責務と役割をまと

めています。 
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 これに関して、具体的に総合的、計画的にどのように施策を進めていくのかということ

について、２０２０年までの間で交通政策基本計画をまとめており、今年２月に基本計画

が出来上がりました。その基本計画の概要についてご説明させていただきます。 

 本計画が対応すべき経済、社会の動きということで、少子高齢化、人口減少、グローバ

リゼーション等につきましてそれらの動きを踏まえた上で、基本方針としてＡ、Ｂ、Ｃの

３本柱で構成されております。まず一つ目が、豊かな国民生活に資する使いやすい交通の

実現ということで、簡単にまとめますと地域交通の関係。Ｂが、成長と繁栄の基盤となる

国際・地域間の旅客交通・物流ネットワークの構築ということで、簡単にまとめますと、

国際・幹線、あと、この中で観光の関係との連携が触れられております。Ｃに関しては、

持続可能で安心・安全な交通に向けた基盤づくりということで、運輸事業で第一に考えな

ければならない安心・安全につきまして、大規模災害や老朽化、また、日々の安定的な運

行と安全確保、この中でさらに、人材の育成、省エネの関係に関しても触れられておりま

す。 

 それぞれにつきまして目標が四つ掲げられておりまして、計１２個の目標がこの中で掲

げられております。この中で、Ｂの④に関しては、交通インフラのグローバル展開とござ

います。ここは国対国ということで、運輸局の取り組みに関しては今回のご報告からは割

愛させていただきます。 

 続きまして、この体制を運輸局としてどのように進めていくかまとめたものになります。

交通政策推進チームを設置しまして、それぞれ基本方針Ａ、Ｂ、Ｃの三つのテーマについ

て議論を深めていくという方向でございます。 

 今回は、運輸局の中に八つの部局があります、それぞれ連携するところがあり、取りま

とめの部局を設定しております。Ａに関しては交通環境部長、Ｂに関しては企画観光部長、

Ｃに関しては危機管理を担当しております総務部長、これらが取りまとめます。本日は、

それぞれの取りまとめの部長から、基本方針Ａ、Ｂ、Ｃの順番でご説明をさせていただき

たいと思います。 

 それでは、基本方針Ａからお願いいたします。 

【福山九州運輸局交通環境部長】  九州運輸局交通環境部長の福山と申します。どうぞ

よろしくお願いします。 

 まず「基本方針Ａ」ですけれども、地域交通の関係の取り組みになります。 

 ５ページを見ていただきたいと思います。ここには目標１と２を一緒に掲載しておりま
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す。この部分は、共通する部分が多いということで、関連した取り組みとして整理をさせ

ていただいております。 

 この取り組みは、人口減少、少子高齢化、車社会の進展等の中で、地域での生活の足の

確保が非常に大事だということで、地域の実情を踏まえつつ、まちの機能を集約・適正化

するコンパクトシティー化とともに、自治体、事業者、住民が一体となって地域にとって

適切な公共交通ネットワークを再構築し、持続可能なまちづくりを進めます。 

 九州での現状と課題を述べていますけれども、まず、地域交通ネットワークの再構築で

ございます。参考資料の２ページを見ていただきますと、こちらに地域公共交通活性化・

再生法の概要が出ております。この中に、この法律に定められた目標や取り組むためのポ

イント、あるいは、それを進めるために地域公共交通網形成計画の策定、あるいは、それ

を実施するための地域公共交通再編実施計画の策定といったことに取り組んでいくという

スキームを示しております。 

 九州運輸局の関連はどうかといいますと、地域公共交通網形成計画の策定状況でござい

ますけれども、各自治体で設置されております各協議会によって策定が順調に進められて

おります。そのため九州運輸局では、相談体制を整備しまして計画策定のお手伝いをさせ

ていただいておりまして、今年４月現在において６市において策定の届け出がされており

ます。 

 次に、実際の計画をつくるに当たってのいろいろな課題でございますけれども、各地域

で交通事業者の経営が厳しい中にあって、地域の状況によりましてさまざまな課題がござ

います。 

 まず都市部は、輻輳するバス路線の再編が課題となっています。熊本市では、この輻輳

する市街地の路線バスを整理し、途中に乗りかえポイントを設け、幹線バスと末端の支線

バスを分けるような取り組みをしています。これによって、利用者の利便性が上がる、さ

らには、バス事業者の安定的な経営を図るという仕組みの取り組みをやっています。ゾー

ンバスシステムと言っております。 

 また、マイカーの利用が多くて、鉄道駅を中心とした市街地と公共交通の連携がうまく

とれていないということがございます。例えば、この図の水俣市では、バスの乗り継ぎ拠

点を強化する、あるいはダイヤの見直しをする。新幹線駅ができましたので、この新幹線

駅と市街中心部へのバスのアクセスの向上などを図るという取り組みをしています。 

 次に、過疎地域の問題ですけれども、過疎地域ではバスの路線の確保維持が課題となっ
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ております。福岡県の八女市のように、デマンド交通を導入するに当たり地域住民に丁寧

な説明を繰り返し。９０回ぐらいやったという話ですけれども、こういった取り組みの成

果がありまして、住んでいる方の理解が進んで、住民の８０％の方が、暮らしが便利にな

ったというアンケートもございます。しかし、多くの自治体では利用が伸びていないのが

現状でございます。 

 もう一つ、離島地域ということで、九州には多くの離島が存在しております。航路の確

保は離島住民にとっては重要な課題となっております。新船の投入を機に島と本土側の寄

港地の再編、鉄道駅と港のシャトルバス、また、島内でのコミュニティーバスの運行、と

いったことをやり、観光振興も含めてうまくいっている例としまして薩摩川内市での本土

側と甑島での事例がございます。 

 このように地域においていろいろな状況がありますけれども、今後九州としてどうやっ

て取り組んでいくか。交通網の計画を立てます地域公共交通網形成計画の策定の推進とも

う一つ、交通手段のベストミックスの実現に取り組んでいきたいと考えております。 

 公共交通網形成計画の策定については順調に進んでおりまして、今年度中には少なくと

も５市で策定できると思っています。それ以外の市町村においても検討を進めているとこ

ろもございますので、そういった市町村に対しては、運輸局、運輸支局が連携して支援を

していきたいと思っています。 

 また、各地域での交通計画のさまざまな課題がございますが、それについては、先ほど

紹介しましたようないい事例もございます。各地域の実情に応じて、鉄道、バス、乗合タ

クシー、船舶など、多様な交通手段のベストミックス、例えば都市部での鉄道駅の周辺整

備も含めた鉄道とバスの連携、乗り継ぎの利便性向上を図る、あるいは地域で住民参加型

の取り組みを浸透させ、必要に応じて交通再編を実現するということで、各地域の協議会

に助言や、または補助事業ということで支援をしていきたいと思います。 

 次に、自治体における地域公共交通担当者の人材育成ということで、地域公共交通ネッ

トワークの再構築を行うには自治体の担当者が重要でございますけれども、特に小規模な

自治体では、交通の専門職員がいないといった状況がございます。そういったことで、人

材育成が大変大きな課題になっております。今年の３月に九州運輸局で調査しましたとこ

ろ、回答いただいた１９８の市町村のうち、１名以上の専任の職員がいらっしゃるのは３

１市町村でございます。なかなか交通関係に専門に携わる方が少ないという現状でござい

ます。 
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 九州運輸局では、毎年シンポジウムやセミナーを開催することによりまして、きめ細か

な制度の紹介とか先進事例の横展開を行い、それをうまく取り入れて各自治体での検討と

いうところに進んでいきたいと思っています。そういったシンポジウム、セミナー等を開

催していきたいと思っています。 

 次に、目標３のところですけれども、バリアフリーをより一層身近なものにする取り組

みでございます。使いやすい交通を実現するためには、全ての人が参画できる社会を実現

するとともに、超高齢化社会を迎えるに当たって、スムーズな移動の実現を目指すことが

求められております。 

 そのために、船舶、車両、駅・ターミナル等の施設等のバリアフリー化の推進というこ

とがございます。表にございますように、九州運輸局管内のバリアフリーの現状というこ

とで、括弧書きで書いているのが九州のパーセントでございます。三角の括弧で書いてい

るのが全国のパーセントということで、全国に比べて整備率は低くなっております。最近

の旅客船については新造するときには全てバリアフリーになっているということで、一部

よくなっている部分もございます。 

 バリアフリー化を推進するに当たっては、事業者に多額の経費が発生します。補助金が

一部ございますけれども、大きな負担になっております。引き続き補助制度を使って整備

を進めていきたいと思っています。今年度においては、鉄道駅で８駅、この施設の補助金

を使いましてバリアフリーの工事をする予定になっております。 

 最後ですけれども、目標４ということで、旅客交通・物流サービスレベルをさらなる高

みへ引き上げるということで、人や物の移動に対してさらに利便性や使いやすさというこ

とを重視しまして、豊かな国民生活の実現を目指すものでございまして、この取り組みで

は、交通系ＩＣカードの導入促進、交通の情報化の促進といった取り組みもございますけ

れども、ここにつきましても、やはり導入に当たって非常に多額の経費がかかる。そうい

ったことで、地域の実情等がございますので、今後、交通事業者の検討状況を踏まえつつ、

私どもの補助制度を活用していくような働きかけをしていきたいと思っています。 

 以上が基本方針Ａに係る分を説明いたしました。 

【榎本九州運輸局企画観光部長】  続きまして、基本方針Ｂでございます。私、企画観

光部の榎本と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず、１０ページ目をごらんください。Ｂの目標①、我が国の国際交通ネットワークの

競争力強化でございます。 
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 まず左に現状を整理してございますが、３点整理いたしました。 

 まず、航空路線の現状でございますが、８空港の国際便便数、入国者数ともに、平成２

２年以降５年間でそれぞれ１.６倍、１.９倍で、九州の航空機による国際往来が活発化し

ているということがまずございます。課題としては、特に福岡空港、全国第３位でござい

ますが、そこの混雑緩和ということが挙げられます。現在複線化事業等を実施中という状

況にございます。また、空港アクセスの改善につきまして、例えば福岡空港国際線ターミ

ナルでございますが、平成２５年度から国交省の九州３局等々で協議会を発足いたしまし

た。そこで、例えば都心への路線バス、プレミアムタクシー、レンタカーカウンターの設

置などのアクセス改善の施策を、事業者の皆様のおかげで着実に実施しているところでご

ざいます。 

 ２点目、日韓定期旅客船航路でございますが、九州と釜山を結ぶ日韓定期航路としまし

て、現在３区間６社が運航しています。これは釜山ですが、九州側は博多、下関、そして

対馬ということでございます。ただ、旅客実績につきましては、平成２６年度９６万人で、

ピークに比べて２割減、８割という状況にあります。その活性化が重要な課題になってい

ます。 

 また、国際海上貨物輸送でございますが、九州の地理的優位性を生かしたアジアへのゲ

ートウエイということで、中国、韓国への貿易の手段として活発な海上輸送が行われてい

るという現状がございます。 

 今後の課題、対応方針でございますが、ここでは特に国際航空便の利用促進を重点的に

ご説明したと思います。①各県は、トップセールス等を通じ新規の航空路線の誘致に努め

るとともに、双方向の観光、ビジネスの利用促進に取り組んでいます。新規誘致の強化を

図っていくという方針でございます。また、私ども運輸局としましても、②のようにビジ

ット・ジャパンを活用したり、あるいは九州観光推進機構などを通じ、各県と連携しなが

ら、広域での観光の魅力を発信し、各空港への外国人旅行者の増加に取り組んでまいりた

いと思っております。 

 ぜひ今日ご意見いただきたいこととしては、日本の空港制度全体につきましては、いわ

ゆるハブ・アンド・スポークといった空港間の役割分担という見解やご意見がございます。

ただ、九州の空港のあり方を考えると、こういった明確な役割分担というのはなかなか難

しい問題があると考えております。そこで、この紙に書きましたように、私どもとしては、

インバウンドを中心とした７県空港の広域連携により九州全体の増加を図っていこうとい
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った視点で書いてございます。こういった空港のあり方につきまして、ぜひ今日はご意見

いただければと思っております。 

 また、１０ページの右でございますが、日韓定期旅客船航路につきましても、昨年の１

０月から運輸局あるいは関係の皆様にお集まりいただき協議会を開催しながら、今年、日

韓国交正常化５０周年ということでございますので、例えば、韓国語でオルレという自然

トレッキングがございます。そういったオルレ交流との旅客船のお客さんの誘致とを組み

合わせながら、ぜひ旅客船航路の活性化を図ってまいりたいと思っております。 

 また、海上輸送の物流効率化に向けて、日中韓の３カ国政府の取り決めにより、シャー

シの相互通行ということがございます。今日はちょっと詳細を省略いたしますけれども、

こういった物流の技術によって、自動車部品輸送の時間短縮等の取り組みを考えていると

いうことをご紹介申し上げます。 

 続きまして、１１ページの目標②でございます。地域間の人、物の流動を拡大する。そ

のうちの、（１）地域間交通ネットワークの構築ということで、旅客分野でございます。

そのうち長距離、あるいは幹線交通といったことでございます。 

 左のまず現状の一番上になります。現在、九州各地の定住人口は残念ながら減少してお

ります。一方、九州新幹線、あるいは東九州自動車道、港湾等の交通インフラを活用した

交通の高速化、ネットワーク化は着実に進展しております。その結果、現在、九州内外の

例えば人の交流、あるいは地方への産業立地、こういったことは堅調に推移していると評

価できると思います。下に掲げておりますように、鉄道、バス、旅客船、それぞれの競争

と創意工夫によるネットワーク構築の取り組みがなされています。 

 今後の対応方針ですが、地域間交通ネットワークの高度化ということで、先ほど地域間

交通ネットワークの構築と申し上げましたが、さらなる高度化を図っていくことが必要で

あろうと。そのために一番必要なのが、地域間の移動の利便性向上です。民間と行政の役

割をどう設定していくか、こういった問題意識でございます。 

 まず、地域間移動の利便性向上というのは、民間の交通経営を基本とした競争と創意工

夫の促進が重要であると考えております。 

 先ほど基本方針Ａで、地域内の交通ネットワークを申し上げました。この地域内の交通

ネットワークというのは、例えば公営交通、あるいは民間企業、両者が運営して、そして、

国・自治体が補助金を交付しながら生活交通の確保に取り組んでいるということで、公的

な関与が、行政の役割が極めて大きい分野でございます。一方、ここでの論点、地域間交



 -11- 

通あるいは長距離幹線交通について申し上げますと、これまで民間の交通企業あるいはそ

のグループの運営が中心でございました。行政はこれまで、例えば規制緩和やモード間の

競争促進によって、幹線交通ネットワーク全体の活性化を図るといったことが基本的な役

割でございました。 

 今後につきましては、特に観光やビジネス、こういったサービスの創意工夫によって需

要のポテンシャルを拡大いたしたいというのがこの地域間の交通利便でございますので、

提案といたしましては、①にお示ししますように、まず、各モード間の競争という民間経

営の役割が基本であろうと考えます。そして、行政の役割につきましては、そこには書い

てございませんが、後ほど基本方針Ｃで示しますように、例えば運輸安全マネジメントを

はじめ、健全な経営環境の確保といった側面支援が中心であろうと考えています。 

 また、②にお示ししているように、特に今後の課題としましては、公共インフラとイン

フラサービスの連携ということを考えて、しっかりやってまいりたいと思っております。

すなわち、空港、港湾、道路といった公共の交通インフラ、それと、その上物の民間交通

サービスの連携強化が今後の課題であろうと考えております。私ども運輸局としましても、

地方整備局をはじめ行政施策間の連携強化を図ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、１２ページでございます。人、物の流動拡大の（２）地域間物流の効率化

でございます。 

 まず、モーダルシフト推進ということは、申し上げるまでもなく、例えば環境問題ある

いはトラック輸送の労働力不足等々の政策的制約から、鉄道や海上輸送に幹線輸送をシフ

トするということを申し上げているわけですが、これが従来、そして今後も重要な課題で

あると考えております。ただ、②モード別課題に掲げておりますように、その担い手とな

る鉄道、海上輸送は、それぞれさまざまなサービス上の課題を抱えております。 

 例えば鉄道輸送につきましては、日本の鉄道貨物輸送の大部分はＪＲ貨物のネットワー

クにより輸送されていると。ちなみに１日当たりの列車本数は４９０本ということでござ

いますが、これだけの秀逸なＪＲ貨物のネットワークで輸送されている一方で、鉄道輸送

サービスにつきましてはさまざまな改善の要望がございます。荷すれと申しますが、鉄道

はどうしても微振動が発生しますので、例えば荷物のパッケージの印刷がすれてしまった

り、あるいは中身そのものが劣化するといった荷すれの問題とか、あるいは、輸送障害時、

大雨が降るとどうしても鉄道はとまりますので、最寄りの貨物駅からトラックで代行輸送

するんですけれども、そのときのトラックの手配やユーザーへの情報伝達などがまだまだ
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遅いと、課題であるといったことが、荷主からもかなり指摘されております。こういった

輸送サービスの改善といったことが今後の課題であろうと考えます。 

 また、海上輸送につきましては、大ロットの貨物の輸送力にすぐれている半面、リード

タイムの長さ、あるいは、船会社側の切実な問題として、老朽船の増加、それに対する設

備投資の余力の低さ、こういったことが課題になっております。こういった構造的問題を

解決することも課題だろうと思います。 

 こういった課題解決のために、運輸局といたしましても、１２ページの右に書きますよ

うなさまざまな施策を行っております。ただ、モーダルシフトの推進の根本は、これは民

間のＢツーＢの物流サービスであるということでございますから、荷主の、例えばサプラ

イチェーンマネジメントなどの課題に対する貨物鉄道あるいは海運の提案力あるいは解決

力、こういったことの強化が重要であろうと考えております。この点につきまして、今日

ご出席の、特に物流の専門家の皆様からご意見いただけると幸いです。 

 続きまして、１３ページから１５ページまで三つありますが、ここは交通と観光の連携

がテーマでございます。まず、目標③、訪日外客２,０００万人に向け観光施策との連携

ということで三つテーマを設定しました。 

 （１）交通施設における多言語対応あるいは無線ＬＡＮ環境の整備でございます。左に

現状を掲げております。交通施設における多言語対応、そしてＬＡＮの二つを掲げており

ますが、まず多言語対応につきましては、①タクシーでは、福岡市タクシー協会が多言語

対応可能なタクシーコンシェルジュを配置しているということで、外国人のお客様から好

評を得ていると伺っております。また、③公共交通機関では、まず総じて大手事業者を中

心に多言語表示、すなわち標識や案内板などのハードの多言語化が進んでおります。ただ

一方で、多言語化対応、言葉による対応、あるいは人による対応と申し上げればいいでし

ょうか、人による対応は、施設が多く、人、人件費のことを考えるとなかなか課題も多い

という現状でございます。 

 一方、無線ＬＡＮにつきましては、例えば自治体の財政措置による地域ＷｉＦｉの整備、

あるいは、コンビニなど民間のアクセスポイントは着実に増加しています。ただ、アクセ

スポイントごとに登録が必要であるといった使い勝手については、まだ改善の課題が残っ

ています。 

 右の多言語対応というのは、私どもとしては、外国人の受け入れ環境として引き続き重

要であるという基本認識をまず持っております。そこで、①国３局が主催し、「訪日２０
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００万人受入九州ブロック連絡会」というのを今年３月から発足いたしました。ここでさ

らに、地域各地の多言語対応の取り組みを聴取し、水平展開に向けて深めてまいりたいと

思っておりますが、そのときの視点として二つあるのではないかと思います。 

 一つは、公的観光案内所との連携でございます。先ほど申し上げたように、交通事業者

は実に多くの施設を抱えております。それごとに人を配置して多言語対応を進めるのは、

やはり経営上課題が大きいと認識しております。交通のターミナル付近には、自治体ある

いはコンベンションビューローによる案内所もございます。こういった公的案内所との活

用・連携、すなわち公的案内所のネットワーク化も一つ有効な施策ではないかとご提案い

たします。 

 また、佐賀県が導入しているコールセンターのような集約型の人的コミュニケーション

の活用、あるいは、ＩＴを活用した自動翻訳、通訳技術の活用といったことも、今後将来

的には多言語対応を一気に進めるきっかけになるんじゃないかと考えております。 

 また、ＷｉＦｉにつきましては、②でございますが、現在九州において共通認証アプリ

の開発に向け今経済団体を中心に検討中ということで、こちらに期待してまいりたいと思

います。 

 また、１４ページですが、（２）外航クルーズ船の誘致でございます。現状ですが、一

番左上、２０１４年の外航クルーズ船の九州寄港は２３３回で、過去最高でありました。

また今年も、昨年を上回る予約状況でございます。その背景ですが、この黄色で囲ってお

りますように、大半が中国発着でございます。これは、中国の海外旅行市場の急激な拡大

ということで、昨年、中国資本の船会社が相次いで運航を開始したことが好調な背景にあ

るのかなと。また、欧米船社もこのアジア市場を重視しておりまして、今年１６万トンク

ラス、これは４,０００人超の定員だそうですが、こちらを上海に投入予定ということで、

７月には九州に寄港する計画であると伺っております。 

 一方、このクルーズ寄港増加に伴ってさまざまな課題もございます。例えば貸切バスの

不足、あるいはバス駐車場不足、そういった意見が自治体等から出ております。また、こ

のクルーズの旅行会社間の価格競争の激化によって、例えば地元への経済効果が思ったほ

ど上がっていないとか、あるいは、クレームによる訪日リピーター創造への影響といった

ことを指摘する声も聞いております。 

 こういった諸課題につきまして、右の一番上の①です。貸切バスの確保について、運輸

局では臨時営業区域拡大といった運用を行っております。これについて、自治体、港湾管
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理者と連携しながら、外国の旅行社あるいはランドオペレーターに周知をしてまいりたい

と思います。 

 また、地域への経済効果として、中国からのクルーズ旅行の高品質化に向け、九州観光

推進機構は上海の旅行社と協力協定を結んでおります。こういったことの実現に向け、運

輸局としてもぜひ協力して、この高品質クルーズ商品の造成を支援してまいりたいと考え

ております。 

 また、視点を変えまして、ラグジュアリークルーズといった世界遺産を活用した新たな

クルーズ市場の誘致といったことも、今年度の運輸局のビジット・ジャパン事業を使って

推進してまいる方針でございます。 

 １６ページでございますが、（３）外国人旅行者が安全・安心して旅行できる受け入れ

環境の整備ということで、ドライブにポイントを絞ってお話しいたします。左ですが、外

国人のレンタカー活用ドライブ旅行環境ということで、九州運輸局、レンタカー事業者、

自治体、ＮＥＸＣＯ西日本様等が参加し、昨年秋「九州ドライブキャンペーン」を実施し、

好評を得たところでございます。さらに、道の駅というものは、外国人旅行者への情報拠

点として今後大いに期待されると考えております。 

 そこで、右にございますように、レンタカー環境については、今年もレンタカーキャン

ペーンを引き続き実施していきますけれども、さらに道の駅を活用していきたいと考えて

おります。①、道の駅について、今年度のドライブキャンペーンを活用し外国人旅行者へ

周知を図るとともに、新たな道の駅を九州地方整備局と連携しながら増加を図ってまいり

たい。さらに、②、その道の駅に外国人の案内所機能を強化するため、関係者と共同で案

内所機能の向上も、今後進めてまいりたいと考えております。 

 その他、手ぶら観光や宿泊、交通におけるカード決済の受け入れ環境といったことにつ

いても、民間、自治体と連携しながら着実に進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

【中下九州運輸局総務部長】  九州運輸局総務部長の中下と申します。よろしくお願い

いたします。 

 引き続きまして、基本方針Ｃ、持続可能で安心・安全な交通に向けた基盤づくりについ

て説明申し上げます。 

 目標①、大規模災害や老朽化への備えを万全なものにするについてでございます。 

 九州におきましては、南海トラフ地震や鳥インフルエンザ対策が喫緊の課題でございま



 -15- 

す。大規模な災害が発生した場合には、迅速かつ的確な緊急支援が実施できますよう、緊

急災害対策派遣隊でありますリエゾンを地方公共団体等に派遣しているところでございま

す。特に円滑な災害対策支援に資するため、以下の取り組みを行っているところでござい

ます。 

 九州管内における現状と課題として、鉄道施設の橋梁の耐震化につきましては、平成２

６年度末では、対象３３橋梁のうち３６％の１２橋梁が対策済みとなってございます。こ

の事業につきましては、鉄道施設総合安全対策事業費補助金によりまして、国、地方公共

団体、事業者が費用を負担し、対策を行っているところでございます。このことから、３

者の足並みがそろわなければ進展しないという課題もございます。 

 次に、主要駅の耐震化につきましては、平成２６年度末におきまして、利用者数１万人

以上の駅４６駅のうち、７０％の３２駅が耐震化工事を完了してございます。今後におき

ましては、鉄道施設の耐震化対策につきまして、自治体に対して引き続き協力を要請して

まいります。 

 次に、避難・緊急輸送対策についてでございます。従来より運輸事業者へ、災害発生時

には利用者を混乱なく誘導するための対策を講じるよう指導しているところでございます。

運輸事業者のモードごとに対策を講じているところでございますけれども、事例としまし

て鉄道、旅客船の状況を紹介してございます。詳しい紹介は省略させていただきます。今

後の対応方針でございますけれども、交通事業者と避難先自治体の連携が保てますよう引

き続き支援を行ってまいりますとともに、いろいろな機会を通じまして意識の醸成を図っ

てまいります。 

 次に、緊急輸送についてでございます。東日本大震災の教訓をもとにしまして、南海ト

ラフ地震に備えまして、関係団体へ緊急輸送の協定の締結を指導しているところでござい

ます。１の緊急・救援輸送は人を対象とした輸送でございます。２の物資輸送につきまし

ては、緊急物資輸送ということになります。３の物資の保管としまして、倉庫の確保につ

いての協定の締結状況でございます。これも内容の説明は省略させていただきます。今後

におきまして、災害計画に基づく交通機能が十分果たせますよう、自治体と関係団体の協

定締結に向けて引き続き支援してまいります。 

 次に、災害時の機能維持についてでございます。被災地や避難所への支援物資物流シス

テムの構築について、今後とも災害に強い物流システムの構築に向け取り組んでまいりま

す。 
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 続きまして、目標２の交通関連事業の基盤を強化し、安定的な運行と安全確保に万全を

期するについて、でございます。 

 運輸事業の安全性を向上させるために導入されました運輸安全マネジメント制度による

評価を実施するのとあわせまして、保安監査を通じ、悪質事業者の排除、厳格な監査、行

政処分を実施することによりまして、いわば車の両輪としてより一層の安全性の向上を図

っているところでございます。 

 監査の充実強化につきましては、平成２６年度の監査件数を合計１,４４９件実施して

ございます。自動車モードにおきましては、関越道での高速ツアーバスの事故を受けまし

て、悪質な事業者に対し集中的な監査を実施し、悪質・重大な法令違反に対しまして行政

処分の厳格化を図ってございます。今後の方針としまして、前年度以上の監査を計画して

おります。一層の安全確保のために、引き続き悪質事業者の排除及び事故再発の防止、事

故の未然防止を目的としまして、計画的な監査を実施することとしてございます。 

 次に、運輸安全マネジメントの普及について、でございます。運輸安全マネジメントは、

事業者自らが安全方針を策定しまして、それを実行し、内部監査でチェックして改善をす

る、いわゆるＰＤＣＡの重要性を認識していただき、安全性の向上に会社のトップが率先

して取り組んでいるかを評価するものでございます。平成２６年度は、７０件を評価して

ございます。今年度も前年度程度の評価を実施する計画でございます。また、評価実施後

の効果を把握するために、今年度は、過去に評価を実施した事業者にアンケート調査を実

施いたしまして、評価の効果について検証をすることにしてございます。また、運輸安全

マネジメントセミナーにつきまして、九州は特に長崎県や鹿児島県において離島が多く存

在してございます。遠隔地にある事業者が参加しやすいようにと、今年度は、試験的では

ございますが、鹿児島市におきましてセミナー同様の講習会を実施する計画です。 

 続きまして、目標３の、交通を担う人材を確保し育てるについて、でございます。 

 交通事業で働く労働者の高齢化、人材不足が喫緊の課題となってございます。九州運輸

局におきましては、女性の活躍を推進するため、女性のトラックドライバー、いわゆるト

ラガールの促進プロジェクトを実施してございます。また、若年層の活用のために、運輸

支局長が高等学校などを訪問しまして進路担当の先生方に対しまして運送業界の状況を説

明したり、運送事業への関心を高める活動を行ってございます。また、海事産業につきま

しても、関係業界と連携しまして、職場見学や海事教室など人材確保・育成に向けて取り

組んでいるところでございます。今後の方針としましても、人材確保・育成に向け施策を
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確実に実施してまいります。 

 その下の自治体の担当者の育成につきましては、基本方針Ａにおいて説明したところで

ございます。 

 最後に目標４の、さらなる低炭素化、省エネ化等環境対策についてでございます。 

 我が国においては、平成１３年度以降、運輸部門におけるＣＯ２の排出量は減少傾向と

なっていますが、今後もさらに低炭素化、省エネ化などの環境対策を進め、エネルギー消

費量の削減に向けた着実な取り組みが必要となっているところでございます。ハード面と

いたしまして、環境に優しい環境対応車両や船舶への代替によるＣＯ２の削減、そして、

ソフト面におきましては、ＣＯ２の削減への意識づけが必要になっております。今後の方

針といたしましても、ハード・ソフトの両面からＣＯ２の削減に向けた取り組みを、会議

や研修などあらゆる機会を通じまして広報啓発活動を実施してまいりたいと考えてござい

ます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

【石原会長】  ありがとうございました。交通政策基本計画に基づく運輸局の今後の取

り組みについて、３人の部長の皆様から報告がありました。 

 それでは続きまして、それぞれのお立場から各委員の皆様にご意見、ご質問をいただき

たいと思います。 

 私のほうから指名をさせていただきたいと思います。最初に、井上委員お願いします。 

【井上委員】  会長からのご指名でございますので、口火を切らせていただきたいと思

います。 

 とりあえず、二つほど、一つは質問、もう一つは現在やっていることに対する要望を申

し上げたいと思います。 

 １点目が、３ページのところに、この法律ができて、それに基づいて基本計画ができて、

それを実行していくということでいろいろなことが必要です。ここでは九州運輸局の中で

の体制が書かれていますが、外との関係はどうなるんでしょうかという質問でございます。

と申しますのが、特に今回の基本計画で、地域の交通については、コンパクトシティーな

どまちづくり施策と連携していかないといけないと。そういうことになりますと、まずは、

国土交通省の中の運輸局と、もう一つの整備局、こういうところについて九州地方という

エリアでどんなことを考えておられるのか。さらには、基本計画をつくる段階では経済産

業省、そして環境に関連して環境省ということで、ほかの省との連携が必要であると書い
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てあります。九州という地域の中でそれを実行する段階では、そういう国土交通省以外の

九州の省庁の局との連携、さらには、実際に地域交通を担当するのは都道府県であり市町

村ということになりますので、そういう自治体との連携などについて何かお考えがあれば

教えていただきたいというのが１点目でございます。 

 ２点目は、基本的な方針のＡ、豊かな国民生活に資する使いやすい交通の実現に関連し

て、でございますが、２ページにその部分の内容がコンパクトにまとめられています。読

んでみると、地域の交通に対してこれから明るい話が出てくるなという文言なんですね。

例えば「多様な交通サービスの展開を後押しする」とか、「バリアフリーをより一層身近

なものにする」とかですね。ところが、実際の現場の地域交通は悲惨なものなんですね。

例えば、１日の運行本数は例えば３便しかないし、当然車両はバリアフルな車両であると。

そういう低レベルなサービスでも、いつ廃止されるかもしれない。そういうのが、多くの、

特に地方部の実態だろうと思います。現在、そういうことに対していろいろな仕組みが既

にあるんですが、どうも補助制度としては総花的な気がします。 

 そんな中、限られた予算で現在の地域の厳しい公共交通を少しでも明るいものにしてい

くというなら、予算の使い方を考え直すという側面もあるのではないかと思います。バス

車両を新しく、しかもバリアフリーで、なおかつＣＯ２の排出量の小さいものにする。こ

ういう車両の購入にかかわるところにもっと積極的にどんどん補助制度の厚みを増すこと

が考えられるのではないかなという気がします。総花式でない、ある意味で１点豪華主義

かもしれません。そのことによって、どんな田舎に行っても、魅力的で、バリアフリーで、

それでＣＯ２も少ない車両が走るようになると、それだけでも地域の公共交通が今よりは

明るくなるのではないかなという気がしております。そういう意味で、補助制度の仕組み

をもう少し変えることはできないのかという提案でございます。 

 以上です。 

【石原会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの質問に対して、運輸局から何かお答えいただけますか。 

【事務局】  それでは、榎本企画観光部長と福山交通環境部長のほうから何かあれば。 

【榎本九州運輸局企画観光部長】  まず第１点目は、まず国交省３局として連携が必要

ということで、例えば公共交通のセミナーを昨年の秋に福岡で開催したり、各地でも開催

しますけれども、地域公共交通セミナーは、主に自治体あるいは交通事業者に集まってい

ただいて開催します。それを整備局と共催でやったりして、特に公共交通の担い手の育成
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といったことについて、整備局と問題意識を一にしながら取り組んでいます。 

 あと、この資料にも、私の説明にありましたように、特に観光の中でも今伸びている外

国人観光客、外国人旅行者の受け入れ環境整備については、例えば特に個人化、ＦＩＴに

つきましては、二次交通の乗りかえ利便の向上といったことが重要ですけれども、これは

交通インフラとサービスとの連携が重要です。具体的には、受け入れに向けたブロック連

絡会をこの３局共同で主催しています。確かにご指摘のように、今まで交通政策において

インフラとサービスの連携というのは必ずしも十分でなかったことは、率直に真摯に反省

しなければならないということで、そういった取り組みを今始めているところでございま

す。 

 あとは、今交通において他省庁と連携といいますと、危機管理などでいろいろやってい

ると思います。ちょっと論点がそれるのであまり説明しませんが、観光においては、例え

ば経済産業局。今、地方創生の中で特に交通と観光が重要になっておりますけれど、これ

については、そもそも地方創生についてはもちろん自治体が整備を含めて実施するのです

が、国としてもサポートする。その２本柱が今経産局と運輸局ということで、そういった

部分での情報交換を進めているところでございます。 

 あとは、自治体との関係ですけれども、我々の問題意識は、資料にもありましたけれど

も、地域公共交通においては自治体の役割が重要になってくる。特に地域公共交通の再編

成において公共交通網形成計画、再編実施計画をつくるときは、自治体がリードすること

になります。ただ、残念ながら、大規模な自治体には交通専門部署があるのですけれども、

いわゆるひとり交通局という状況の中で、自治体との連携のまず１番目には、現実問題と

して、自治体における人材育成、こういったことを国でやりますけれども、ぜひ運輸局、

整備局一体となりながら実施したいと、一緒にやっていこうというのが、外との関係でご

ざいます。 

 ２番目の補助制度の仕組みについては福山からご説明します。 

【福山九州運輸局交通環境部長】  先ほど委員のおっしゃられたように地域の交通が非

常に厳しい状況にあるのは私どもも把握しておりますけれども、今の制度の中ではなかな

か難しい部分があると思っています。ただ、そういったご要望については、今後何かの仕

組みの中で変えていけるように、私どもとしても、本省に話をしていかないと何も変わり

ませんので、その辺はしっかりやっていきたいと思っています。 

【石原会長】  井上さん、よろしゅうございますか。とりあえずということで。 
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【井上委員】  １点だけ。 

【石原会長】  時間の制限がありますので、じゃあ一つだけ簡単に。 

【井上委員】  わかりました。最初の質問に対しての答え、いろいろなことが実際にや

られているだろうとは思っていたのですが、できましたら、３ページの局内の構成みたい

なものを局外との関係で整理をしておくと、我々もすごく理解しやすいかと思います。 

 以上です。 

【石原会長】  それでは、続きまして横山委員お願いします。 

【横山委員】  それでは、少し内容に関してご質問なり提案をさせていただきたいと思

います。 

 この審議会では、過去数年来、東九州自動車道の推進、早期実現といった意見が毎回あ

ったわけです。今回、４月以降だいぶ開通が進みまして、大変便利になりました。私も１

回この間走ったのですが。 

 この１１ページには、さらっと「新幹線や東九州自動車道、港湾など交通インフラを活

用し」とありますが、東九州自動車道をもう少し活用したプランなり方策なりそういった

ものはないのでしょうか。先ほど空港の話も出てきましたけれども、北九州空港が非常に

これを使うと利便性がよくなったり大分空港のアクセスもよくなったりという、観光に対

するプラスと、それから事業所の設置に関するプラスといったこともありますので、もう

少し何か具体的な方策がないか。あるいは、バス事業者において、これを利用してどう高

速バスを運行するのか、そういったこともあろうと思いますので、そういうところが今手

元にございましたらお知らせいただきたい。 

 それからもう一つ、１１ページの最初に「各モードの特性を生かした」とありますが、

もう一つ、この場で過去数年話題になったのは、九州新幹線のことです。参考資料の２７

ページに九州新幹線の乗客の推移が出ておりまして、このグラフをどう評価するかはちょ

っと難しいところがありますが、どちらかというと微増という感じで、大幅にどんどん成

長しているというわけではない。開通して４年目でしょうか、たっているわけですから、

その辺の何か方策、これから２０２０年に向けて九州新幹線をどう生かしていくのかとい

ったようなことがまた必要ではないかと思います。 

 もう１点ですが、１３ページの多言語対応といったことについては、福岡や熊本、鹿児

島という観光都市はわりとやりやすいと思うのですが、実は九州には、由布院や別府とい

う観光以外の観光都市、あるいは観光の重要な拠点がありますけれども、その辺の多言語



 -21- 

化、あるいは無線ＬＡＮといったところは今後どう考えていくのか、その辺のところをお

答えいただければと思います。 

【石原会長】  それでは簡単にお答えお願いします。 

【榎本九州運輸局企画観光部長】  まず東九州自動車道ということで、資料の１１ペー

ジに九州新幹線、それから東九州自動車道を書きましたのは、特に観光振興において私ど

もが有する問題意識は、九州東西南北の均衡ある観光振興を考えるということです。これ

は九州運輸局あるいは国土交通省全体の意識とも申し上げられますが、そこで特に、東九

州においては東九州高速交通軸が完成した、この意義は非常に大きいと考えております。 

 また、運輸局の取り組みとして、以前からいろいろ地元と連携してやっています。特に

大分、宮崎と連携した観光振興ですけれども、例えば平成２６年度、私ども観光振興の予

算でビジット・ジャパン事業というのがあり、それを活用しまして、大分・宮崎両県そし

て北九州市も入った三つの自治体と運輸局とで連携して、韓国向けの観光誘致ということ

で、特にこの東九州道を活用した観光ルートの誘致促進のため、観光プロモーションに取

り組んでおります。 

 あとは、自治体においても、例えば、おもしろい特色のある取り組みとして、大分県の

佐伯市と宮崎県の延岡市の県を越えた連携ということで、グルメを中心とした「伊勢えび

海道」といった観光誘致をやっております。こういったことについて私どもは、観光地域

づくりの事業ですけれども、そういった取り組みを支援するような、観光庁の観光地域支

援事業を活用したバックアップも去年からやっています。要は、東九州自動車道によって

二次交通のルートが結合したので、そういった観光資源にさらなる誘致を図っていきたい。 

 地元で今考えていますのは、国内でいえば特に広島などの中国地域からの誘致だと聞い

ております。予算が限られていて、なかなか観光庁、運輸局というのは国内観光の予算が

少ないですけれども、今後我々としても、インバウンドだけではなくてそういった国内誘

致もぜひバックアップしてまいりたいと考えております。 

 そして、新幹線につきましては、この参考資料の２７ページの今後の展開を、私どもが

コメントするのはなかなか難しいと思います。まず一義的には、新幹線を運営するＪＲ九

州の経営あるいは営業努力に大いに期待しているところでございますので、なかなか運輸

局として今後の見通しを申し上げるのは難しいのですが、ただ、基本的には先ほど申し上

げたように東西南北の均衡ある観光発展というのが我々の基本認識でございます。 

 それぞれ特色あります。例えば九州新幹線も、インバウンドで挙げるならばレールパス
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を活用した観光振興などのいろいろな活用の余地があると思いますから、こういったもの

を既に今我々はビジット・ジャパン事業でいろいろ支援していますけれども、例えば、九

州新幹線とＤ＆Ｓ列車の連携というのがＪＲ九州の今観光における活用の視点でございま

す。我々もそういった共通認識を持っておりますが、こういった新幹線と枝線の連携とい

ったことを九州の魅力として発信できるという問題意識を持っております。 

 ３点目、多言語対応につきましては、確かに大都市以外あるいは主要観光地以外の整備

はなかなか難しいところでございます。私どもと九州観光推進機構が中心となって、広域

観光周遊ルートにぜひ取り組んでいきたいと、今観光庁に対して提案をしております。こ

の中では、九州の主要な観光拠点を決めて、重点的なインバウンドの誘致を図っていこう

ということで、重点的な整備をまずやっていくのが現実的には重要だと考えております。 

 そこからさらにさまざまな市町村に水平展開していくことが必要ですけれども、なぜ水

平展開していくかというと、多言語対応は予算もかかります。あるいは人による対応なの

か、標識による対応なのか、ハード・ソフト両面のアプローチがあると思うんですけれど

も、各県、予算とか、それにあう効果とか、そこを考えておられるようで、水平展開とい

うのが今後必要だと考えておりますけれども、これは今、外国人の受け入れのブロック連

絡会というところで観光地の多言語化といったこともテーマになっておりますので、例え

ばまず広域観光周遊ルートが実現した場合にはここから重点的に整備をしていって、そし

てさまざまな市町村に波及をしていくといった水平展開の長期ビジョンがあるのではない

か、そのことをぜひ実現してまいりたいと思います。 

【石原会長】  ありがとうございます。 

 よろしゅうございますか。 

ＪＲ九州の古賀委員代理、鉄道事業、特に新幹線のお客様をどうやって増やすか、につい

て、簡単に話をして下さい。 

【古賀委員代理】  新幹線は、大阪から鹿児島の観光が一段落したというのがありまし

て、当初よりも大阪からのお客様が少し減っているんですけれども、ただ、九州島内は着

実に増えておりますし、今後は、Ｄ＆Ｓの各地域に魅力のある列車を入れておりますので、

それを使って新幹線から枝に取り込もう、九州それぞれ地域を元気にしていこうというこ

とをやっていきたいと思っています。今年はドリームズ・カム・トゥルーを使いましてド

リカム新幹線というのを展開しているんですけれども、今後またドリカムさんといろいろ

連携して、九州を売り込んでどんどん元気にするよう施策をやっていきたいと思っていま
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す。 

 あと、身近な通勤通学でも大変認知されておりまして、通勤通学が３,７００くらいか

と思うんですけれども、エクセルパスを利用されるお客様も増えていますし、定期と一緒

に九州新幹線の特急券を使われるお客様も増えておりますので、非常に身近なものとして

も認知されつつあります。九州の軸でございますので、これを使ってもっともっと元気に

していきたいと思っています。 

 あと、東九州方面にも、今Ｂ＆Ｓということで、新八代から高速バスに乗りかえて宮崎

に行くお客さんも大変認知されておりまして、毎年のように増えておりまして、こういっ

た使い方もあるということで、いろいろな交通網と連携をしながら、さらに軸の活用を認

知させていきたいと思っています。 

【石原会長】  時間があればもっともっと話したいでしょうが、そのくらいにしまして、

次に、桑野委員お願いします。 

【桑野委員】  ありがとうございます。今話題に上がりました由布院から参りました。

観光ということが挙がっておりますので、少しその点お話をさせていただきたいと思いま

す。 

 この１年でほんとうに海外のお客様が急激に増えたということをもちろん実感しており

ますが、同時に、施策として無線ＬＡＮであったり多言語化の対応であったり、ＡＴＭ、

インフォメーション機能の充実、非常に現実的にこんなに動いた年はないのではないかと

感じております。それはやはり、２０２０年に向けて２,０００万人という目標を挙げ国

全体が動いている、円安やビザの緩和、ＬＣＣ、いろいろな要因があると思うのですが、

一方で、なぜこんなに個人のお客様が動くのかというデータといいましょうか、その理由

が、実は地域にいる私などにはわかりません。 

 と申しますのも、春節には動くという常識を超えて、私どものような小さなエリアでも、

この１２月、１月、２月、３月、ずっとすごい数の海外の方をお迎えしております。何で

その人たちが個人旅行で動いているのか。これは由布院だけではなく九州のいろいろなエ

リアにそういう現象があると思います。そういう中で、従来のようにそうやって来る方を

お迎えしていく体制を整えていくのと、もう一つ同時に、このいらっしゃる方々の動きと

いうものを今しっかりと押さえておく必要があるんじゃないかと思います。 

 それは、２０２０年の２,０００万人の後は３,０００万という目標が挙がってくると思

います。そうなったときに、国として、また九州全体としてどう海外の人をお迎えしてい
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くのか、その戦略を練る場合も、今の動きから、九州内に入ってくるお客さん、九州に直

に入ってくるお客様、また、２０２０年に向かってということで、今、関東、関西を含め

て、多くは外から入ってくるかと思います。そういうところを分けて丁寧に見ていく必要

性があるのではないかと思いますし、私ども地域側もそういうデータを持った上で、じゃ

あ何がほんとうに地域として求められているのか、ただ多言語化すればいいのかという基

本的な問題も含めて、ほんとうは地域全体の魅力を伝えてリピーターをつくっていくのが、

ツーリスト・インフォメーション・センターの大きな役割だと思います。 

 そういうことも含めて、日本が得意とする丁寧で正確で日本に来ると安心できる、そう

いうあり方についての戦略を今こそ持つ必要があると思います。この中で道の駅のことも

出ておりますし、地域の中で多様なインフォメーションのあり方。先ほど部長がおっしゃ

っていただいたように、エリアごとに、小さなエリアではできなくても九州の何カ所かは

オール九州のことができる、あるエリアのことをできる、それぞれの区分けがあってしか

りだと思っておりますので、そういう整理も必要ではないかと思います。 

 同時に、今海外のことをお話ししておりますが、日本人にも、例えばツーリスト・イン

フォメーション・センターにしろ、十分な九州のご案内ができていない現状があると思い

ます。ですから、こういう中身の中にも、海外のお客様だけではなく、今から国内のお客

様を温かく迎えるようなことも一緒にしていく必要があるのではないかと思います。同時

に、高齢者がこれだけ旅をするというのは、海外の人をお迎えする視点と大きく似通って

いると思いますので、海外の方に関しては、そのように日本国内外ということで捉えてい

ただけたらと思います。 

 もう１点は、公共交通に関して、です。今日、公共交通のいろいろな事例をお話しいた

だきました。私自身も、ここでいうと３万８,０００人のまちの１万人ぐらいのエリアに

住んでおりまして、先ほど井上委員がおっしゃったように、地域の現実は非常に厳しいで

す。いつの間にか公共バスが、列車が減っていくという現状の中で、今後どうしていくか

を考えたときに、これだけ多様な事例があると。じゃあ多様な事例があるのに、なぜその

先へ進まないかというと、今日初めて私も知ったのですが、公共交通に係る人材というの

が市町村にはほとんどいないと書かれておりました。私どもが一番市町村に求めている交

通施策、特に人口が急激に変わる中で必要にされていて、これだけ人がいない中で今もい

ろいろな取り組みをなさっていらっしゃるとは思いますが、その取り組みをもっと強めて

いただく必要があるのではないかと思います。 以上です。 
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【石原会長】  ありがとうございました。 

 運輸局のほうから何かコメントがありましたらお願いします。 

【榎本九州運輸局企画観光部長】  今桑野委員が言われましたことは、まずは市場の動

き、いわゆる観光客の動態、こういったデータは、今は確かにございません。そこをどう

するかというのは非常に課題だと考えています。今、例えばビッグデータの活用とかを自

治体の地方創生の中でやっていますけれども、ただ国として、観光について九州ブロック

全体としての動態把握とか、そういったマーケティングに立って、そこからどういうアク

ションを起こすのか、施策が動くのか、それが重要であるというご指摘はそのとおり受け

とめてまいりたいと思います。 

 今、ＬＡＮとかいろいろおっしゃいました。我々も、ブロック連絡会で今受け入れ環境

を扱っていますが、２５の課題ありまして、改めて認識したのが、地道だけれどもこの２

５個の課題を１個１個きちんと解決していこうということでやっております。一方では、

九州地域戦略会議のほうで大胆なビジョンを打ち出していくと。ただ観光において重要な

のは、ＦＩＴに対応した１個１個の地道な施策の積み上げだと思っていますので、それを

我々は協議してやっていきたいと思います。 

 地域公共交通の人材不足については、セミナーをいろいろやっていますが、ここをもう

ちょっと、県とかできめ細かく実施しているところでございます。去年は博多とか２カ所

ぐらいでしか地域公共交通セミナーをやっていませんでしたが、昨年の秋から各県ごとに

実施をしようと。そういったことで、この自治体における人材の重要性を丹念にきめ細か

く啓発していきたいと考えています。 

【石原会長】  ありがとうございました。 

 よろしゅうございますか。それでは、続きまして古田委員お願いします。 

【古田委員】  ＪＴＢ九州、古田でございます。 

 私は４月１日に来て、まだちょうど２カ月しかたっていません。特にないんですが、福

岡に来て思うことは、北海道から来ましたので、非常に空港が便利なところにあってアク

セスがよくてと。千歳というのは１５分にしか１本しか電車がなくて札幌まで３５分かか

る、バスに乗ったら１時間かかる。観光の面ではすごいアドバンテージがあると。博多は、

もすごいところです。あと、新幹線があります。北海道は来年の３月に新函館北斗に入る

んですけれども、九州は既に新幹線がある。高速道路網も、北海道はつながっていないと

ころがいっぱいで、来年の新函館北斗も高速道路につながらない。ですから、九州はそれ
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に比べて、この間大分のほうもつながったと。非常に外国人が多いとか海外からのお客様

が増えていて、ものすごい経済活動がある。北海道と九州には非常に多くの共通点があり

ますが、その中で九州は非常にいろいろなものが先に進んでいるなという２カ月間の印象

です。 

 あえて質問をするのであれば、九州はバス会社さんがいろいろな協力をして、ＳＡＮＱ

パスとか、あるいは外国人の皆さんにＪＲ九州パス、福岡ツーリストシティーパス、こう

いったものを用意していると。これも北海道に比べるとものすごく進んでいる、すばらし

いことだと。これに、外国人の皆さんがより観光ができるような有料施設の入場券のアド

バンテージとか、ここまで進んだらプラスアルファでもう一歩進めたほうがいいなと思う

のと、あとは、空港が各県にあって、福岡には数空港あるようですけれども、福岡空港は

先ほどご指摘のあったとおり混んでいて、この福岡一極集中をもう少し分散させる方法、

これは北海道も同じ問題を抱えているんですけど、そういったところについてどういうお

考えをお持ちなのか、あえてその点についてご質問したいと思います。どうぞよろしくお

願いします。 

【石原会長】  それでは、手短にお答え願います。 

【榎本九州運輸局企画観光部長】  まず、インバウンドですかね、交通パスと例えば入

場券、そういった付加価値をつけていく、これは確かに有効かと思います。ただ、経営の

問題もありますから、需要誘発効果と減収といったことを現実考えないといけません。入

場券をプラスするということは非常にメリットがあります。例えば四国では、四国ツーリ

ズム創造機構がそういうクーポンブックを配っていたと思いますが、いろいろなやり方が

あると思います。ただ、これは民の世界でやって、ぜひリードしていただきたいというこ

とですね。 

 分散化のお話は、空港間の分散化。 

【古田委員】  そうです。今多くは福岡空港に入っていらっしゃいますね。それを、違

う地方空港、熊本とか宮崎とか鹿児島とかに分散する。一極集中だと混み合って、ＣＩＱ、

出入国の手続なんかも非常に時間がかかるという分もあると思うので、そういった分をど

うお考えかという話です。 

【榎本九州運輸局企画観光部長】  確かに、分散化は重要だと思いますが、観光の世界

においては決めるのは利用者ですから、政策的な誘導はそう簡単ではないと思われます。

ただ、現実にはマーケットの流れとして、例えば南九州に国際便で訪れる香港、台湾から
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の団体、個人の方が増えているとか、いろいろ現象としてはあると思います。それを政策

的に誘導していくというのはなかなか難しくて、ご意見は課題として受けとめつつ、利用

者選択の関係からどうしていくかと。 

 ただ、今、福岡近郊の空港からの周遊ルート、魅力あるルートをつくっていくことはや

はり重要かと思います。例えば佐賀空港と北九州を利用して来て、そこから、帰りは福岡

空港、あるいは佐賀でも北九州でもいいですけれども、そういう周辺の観光魅力をどう外

国人に対して高めていくか、これは非常に重要だと考えています。 

【石原会長】  ありがとうございました。 

 古田さん、専門家なので、いろいろアドバイスをお願いしたいと思います。 

 それでは、山形委員お願いします。 

【山形委員】  ありがとうございます。 

 今回のこの交通基本計画を見ておりまして、国、自治体、事業者がいろいろな意味で責

務を連携して協働して取り組んでいくという姿勢があらわれているかと思うのですが、政

策の連携はありますけれども、全体として、交通を社会基盤としての連携であると捉える

ことが非常に重要と思います。民間事業者だけに任せるのではなくて、国も国民も、実態

は、住民ですが、そういう人たちと一緒になってやっていくことが重要であると思うので

すが、いかんせんこの基本計画を読ませていただくと、それの連携というのが全体から感

じることが、ちょっと希薄になっているのかなという気がいたします。基本計画である以

上、国民、その地域の住む人たちにとっても夢を描けるような交通政策であってほしいと

いうことです。 

 あと、少子化と超高齢化というのが大きな問題になっておりますけれども、地方におい

てはさらに大きな問題となっておりますし、個性のあふれる地域の創生ということによっ

て経済の好循環を各地域に広げていくことになるかと思いますので、次世代への豊かな暮

らしにつないでいくためにも、先ほどからも出ていましたけど、縦割り行政ではなくて省

庁の横の連携で進めていただきたい。 

 また、地方のあり方を見詰める、地方創生という視点で交通が生活を支えていることが

不可欠であると思います。地域のよさを見詰め直していくことが観光誘致になりますし、

各地域、地域を目指して九州へ周遊していただく観光地になればと思います。 

 つい最近なんですけれども、実は新幹線にオランダ人と一緒に乗ろうと思っていました

ら、時刻表にすごくびっくりして、目が点になって、時刻表から視線が動かないんですね。
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「何をそんなに見ているの」と言ったら、ほんとうにこの時間に来るのかということにす

ごくびっくりしていて。外国に行くと時間になって全然来ないというのがよくありますけ

れども、日本の場合はそういうのは逆に、きちんと定時に来るという、ＪＲもそうですし、

飛行機もそうですし、定時性というものを非常に強調されるということがあります。交通

そのものが観光資源になるということは非常にすばらしいことだと思いますし、そういう

意味からも、もっともっと国民の生活を豊かにしてくれる交通基盤を築いていただきたい

ということ。 

 それと、ちょっとお尋ねですけれども、交通政策基本計画の中には各数値目標が掲げて

ありますが、九州運輸局の取り組みとしましての数値目標というものは書き加えられる予

定なんでしょうか。その点をお聞かせいただければと思います。 

 以上です。 

【石原会長】  それでは運輸局からお願いします。 

【榎本九州運輸局企画観光部長】  まず、最初のご質問、期待を持てる交通政策という

ことで、今、現実、特に九州の山間部はじめ懸念されているのは、地域消滅あるいは地方

消滅の危機感とか、それに対して交通政策がどういった貢献ができるのか、そういった問

題意識がございます。 

 その中で、地方消滅への危機感、これを解決するには、産業を興すとか観光するとかい

ろいろありますが、交通においては、生活の足を維持するということに対しての一つの切

り口、提案がいわゆるコンパクト・アンド・ネットワークということです。これは交通だ

けじゃなくてコミュニティーそのものの再配置も含めてです。こういったことを国交省全

体として、国土のグランドデザイン２０５０の中でやっていこうと今考えています。その

中で、交通というのが人の足を確保する機能を果たすわけですけれども、こういったコン

パク・アンド・ネットワークを今まず全体の標語として進めているということです。 

 これを九州のほうで言っていないのは、九州に限らず国全体としてそういった方針とし

てやっていくので、今回この説明資料ではそこの具体策について、具体例などはパンチ不

足だったということなんですが、基本であるコンパクト・アンド・ネットワークが今九州

における福岡だけではなく、山間部を含めた交通の基本にしてまいりたいと思っています。 

 その中で住民においても、利用促進に協力していただくといったこと。それぞれ役割分

担もありますので、実際に乗合バスなどで成功しているところは、いかに病院とか通院と

か買い物とか住民への利用促進を継続的に丹念に説得していくかといったことが成功のか



 -29- 

ぎだと聞いていますので、そういったことを住民にも参加いただく交通ということで進め

てまいりたいと思います。 

 以上です。 

【石原会長】  ありがとうございました。 

 それでは、時間の関係ございますので、続きまして櫻井委員お願いします。 

【櫻井委員】  初めて参加させていただきます。私は福岡市に住んでおりまして福岡市

出身ですので、九州全県についてはあまり知識もございませんし、専門的な知識もとりた

ててあるわけではありません。ただ、利用者、市民の立場から少し質問させていただきた

いと思います。 

 基本計画のＡ、Ｂ、Ｃ３本柱の中で、Ａの自治体を中心に、地域の実情という中で、資

料の７ページにあります九州運輸局管内のバリアフリーの現状ということですね。ここで、

リフト付きのバス、それからノンステップバスの普及率が非常に低いということ、それと、

福祉タクシー車両については、台数で書いてありますが、これは需要に対する供給が足り

ているのかどうかということと、それから、市のほうでもしていますけれども、防災の面

というのですか、大規模災害、１８ページの災害時における緊急輸送の協力協定という中

に、現状の課題について１、２、３とあるのですが、今後の対応方針の中の３番が抜けて、

物資の保管については長崎県では協定ができているということですけれども、今後につい

てはその他の県についてもそういうお話がされるのかどうかということについてお伺いさ

せてください。 

【石原会長】  運輸局からお願いします。 

【福山九州運輸局交通環境部長】  バスのところでバリアフリー率が低いのは、首都圏

あたりと九州を比べると、どうしても車両の導入の力といいますか、事業規模の関係があ

ってなかなか九州では積極的に導入できない部分があって、こういう低い数値になってお

ります。ここは、補助金を使いながら順次上げていっていただくしかないですけれども、

事業をやりながら、という部分がありますので、私どもが入れてくださいといってもなか

なかそこは難しいところがあります。ただ、皆様が使いやすいバスにしていただきたいの

で、機会を捉えながら積極的に導入していただくようにお願いしていきたいと思っていま

す。 

 それと、福祉タクシーの関係ですけれども、台数については、ここは福祉車両という部

分でして、一般的なタクシーで使える福祉タクシーといいますか、そういった車両がある
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んですけれども、この中には入っておりません。ただ、全体的に足りるのかというと、そ

このところの需要と供給のバランスというところまでは私どもも把握できておりませんの

で、数値的な台数だけを挙げさせていただきました。 

【石原会長】  ありがとうございました。 

 倉富さんのところはバリアフリーについて、鉄道とバス両方おやりになっている倉富社

長、発言をお願いします。 

【倉富委員】  ノンステップバス等に関しましては、都市部というのはダイヤの密度が

濃いもので、バス自体が短い年数で老朽化するというか、傷むと。それだけ早く更新して

いくということで、都市部はどうしても新しいバスが先行せざるを得ない。それがローカ

ルに参りますと、どうしても長もちするというか、頻度が低いということで、更新するま

で時間がかかるという全体構造なんですね。その中で九州は、率は低いですけれども、積

極的にバスと連携しながら今やっているところなんですが、補助との関係とか全体をバラ

ンスよくやっていくと、もっと早い更新になっていくんじゃないかと思います。 

 今のは、バリアフリーの話ですけど、あと、全体の感じでちょっと申しますと、全体で

いくと、この１年２年、インバウンドを含めて、観光ということで非常に追い風だと思っ

ています。その中で、行政を含めてしっかり動いていただいていて、民間事業者としては

今がチャンスだと思っています。今日のこの報告等見ていると、もちろんまだまだという

やつもありますけれども、相当連携とかいう意味で頑張って運輸局の指導の中でやられて

いるんだなと感じたところです。 

 今バス同士は九州の中で非常に連携をしていますし、ここに出ていますけど、ＪＲさん

と西鉄、ＪＲさんとバスとかの連携等も相当進んでいます。これを、九州は連携しやすい

ので、これをしっかり全面に出して、全国の模範になるようなものをやっていくというか、

つくっていく今がチャンスなので、頑張りどころだなと。そのためにこそ、運輸局からは

情報をですね。断片的な情報でも、いただければ全体積み上がって一つの新しい商品にな

ったり企画になったりすると思うので、情報、それから知恵ですね。アイデア。ここらあ

たりを、形になっていなくてもしっかり出してもらうと、もっともっと早く九州が一つに

なって元気になるんじゃないかなという感想です。 

 以上で。 

【石原会長】  倉富さんから大変いいご意見をいただきました。 

 西鉄さんとＪＲ、いろいろと連携しています。特にバスは西鉄さんをリーダーとして、



 -31- 

うまく連携をとりつつありますが、それをさらに深めるには運輸局さんのご指導もやはり

大切だと思います。 

【中下九州運輸局総務部長】  よろしいでしょうか。災害の問題につきまして。 

【石原会長】  ああ、どうぞ。 

【中下九州運輸局総務部長】  倉庫の関係、保管場所の関係でございますけれども、２

の物資輸送に絡めまして、緊急・救援輸送と保管場所の確保ということにつきまして支援

してまいるということで、ちょっと見にくかったとは思いますが、２の分に含まれている

ということでご理解いただければと思います。 

【石原会長】  それでは、続きまして関委員代理でございますね。お願いします。 

【関委員代理】  商工会議所の立場から、２点質問させていただきます。 

 商工会議所というところは、ほとんど会員が中小企業でありまして、その中で、１３ペ

ージにあります九州における現状と課題の中で、交通施設における多言語対応。特にうち

の場合、タクシーからご意見がありましたので、それについてご質問したいと思います。

言葉による対応、運転手さんの教育とか、翻訳機とかをタクシーそれぞれに導入したいと

考えている企業もあるようでございます。それと、無線ＬＡＮの設備につきましても、積

極的に導入したいというタクシーの企業もあるのですが、実際そういったのを考えたとき、

補助的なものが何かあるのかどうか、ぜひ補助がほしい、補助金とかの制度を導入してほ

しいという意見がございました。 

 もう一つ、２０ページのところになりますが、交通事業で働く労働者の高齢化、人材不

足という視点から、この中の説明では女性ドライバーの活用についていろいろ意見をいた

だきましたが、一つの意見といたしまして、外国人の方、外国人の研修制度を何らかつく

っていただきまして、外国人に運転手という形で働いてもらうことができないのか、そう

いった方向性はないのかという質問がございましたので、あわせて２点教えていただきた

く思います。 

【石原会長】  それでは、お答えお願いします。 

【事務局】  そうしたら、榎本部長と、あと必要に応じて関係部長に振ってください。 

【榎本九州運輸局企画観光部長】  まず、タクシー設備についてどういう補助があるか、

後から自動車交通部からお答えしますが、まず一般的にＬＡＮとか翻訳機については、Ｌ

ＡＮそのものの国の補助というのは、総務省とか、あるいは観光庁の関係でたしかないと

伺っています。 
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 一方で、例えばタクシー事業者という点、そうすると、例えば中小企業であれば、中小

企業の関係の経営革新の資金まどの支援、例えばそういったことが可能なのか、逆にご検

討いただければと思います。そういうことでちょっと歯切れの悪い答えですが。 

【石田九州運輸局自動車交通部長】  自動車交通部長をやっております石田でございま

す。今の話は、おそらく我が部が最もかかわるかと思います。自動車交通部は、バス、タ

クシー、トラックの事業の関係をやっている部署でございます。 

 まず、ご質問の補助制度の話でございますが、タクシー関係で今おっしゃったような補

助金はございませんが、今タクシーで一番重要視されているのが、先ほどご質問がござい

ましたけれども、福祉タクシーの導入を進めていこうということで、これについては補助

がございます。一方で、今おっしゃったような外国人の対応などについては、要望も今の

ところございませんが、まだ補助制度はできておりません。 

 ただ、おっしゃっていただいたような外国人対応をしっかりやらなければいけないとい

うのは、我々とタクシー業界で一緒に話をさせていただいているところでございます。例

えば、紹介の中にもございましたが、福岡空港にも配置されております、プレミアムタク

シーというのがございます。そちらの中では、必ず外国人対応ができるように、指さしマ

ップという、簡単な言葉であれば行き先とかを日本語と英語を両方で書いてあって、紙で

お互い指し合えば意思疎通ができるような体制にしてございます。 

 また、これ以外も幾つか、タクシーの外国人利用を増やしていく手段というのはあろう

かと思ってございます。そういった意味で、今主なタクシーの方々とは、どうやってタク

シー業界を活性化させるのかというところで一緒に議論をさせていただいているところで

ございます。 

 それから、２点目はタクシードライバーの外国人採用のお話をお聞きいただいたのかと

思いますが、こちらは、基本的に外国人労働者の受け入れの話でございまして、当部から

詳細をお話しするのは適切ではないと思ってございます。こちらの受け入れについては、

政府全体の労働力の話と、あとは免許の話とかございますので、運輸局だけではお答えし

にくい部分がございますので割愛させていただきます。 

 以上でございます。 

【石原会長】  ありがとうございました。 

 最後になりますが、髙橋観光推進機構理事、発言よろしくお願いします。 

【髙橋委員】  ありがとうございます。 
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 昨年もここに出させていただきまして、去年から比べて今年はすごく盛りあがっている

んじゃないかと思います。特に、これまで国からのいろいろな補助や、やり方、お手伝い

頂くことというのは、支援というのは専らプロモーション中心だったんですけれども、今

回はいろいろ受入れ環境の整備ということで観光まで踏み込んでいただきまして、私ども

としても一緒にやっていただけて、非常にありがたいと思っています。 

 ご質問というか、いつも榎本部長とかとお話しさせていただいているので、この場でど

うのこうのということはあまりないかと思うんですけれども、一つだけ、お願いといいま

すか、させていただきたいところは、クルーズ対応です。たくさん船が来ておられます。

いろいろな環境の整備とかあるいは入国の際の手続の簡素化とか、今までずっといろいろ

お願いしてきて、それぞれ一つずつ片づきつつある、改善されているところなんですけれ

ども、高品質クルーズというものに我々は一生懸命取り組んでいるところなんでございま

すが、悪質な事業者の取り締まり的なお話という部分について、何かお考えあればお聞か

せ願いたいと思います。 

 以上でございます。 

【榎本九州運輸局企画観光部長】  クルーズの価格競争、そして質的劣化については、

我々も問題意識を持っており、観光庁と協議しています。これは発地側と着地側の両方の

アプローチがあるかと思うのですが、例えば発地側においては、中国政府●     ●、

昨年ですかね、たしか策定して、そういう発地側での問題あるサービスについては是正措

置ができるようになったと。我々としてはまず、その発地側のはどめに期待したいところ

があるのと、着地側においては、１４ページの左下の下から３行目、正規ガイドの不在と

いうことについて。有償でガイドするには、通訳案内士法に基づいた正規ガイドが必要で

す。もちろんいろいろ特例が、地域特例とか、例えば九州は九州アイランドガイドがあり

まして、そういったいわゆる特例ガイドも含めた正規ガイドです。これについて、何らか

の取り締まりができないのかということです。ただ実態は、結局そもそもガイドがガイド

自体を業としてやっていないものですから、なかなかそこの取り締まりが難しいというい

ろいろな現実問題があって、髙橋委員のおっしゃる取り締まりという点については、引き

続き観光庁とも協議してまいりたいと思っています。 

 ただ、まずは、機構とも話していますように、高品質ツアーの増進に向けた啓発ですね。

特に上海の旅行会社と共同で高品質ツアーにシフトしていくための啓発をまずやっていこ

うと。なかなか取り締まりというのは一気に進めることが難しいですから、そういった問
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題意識を持ちつつ、まずは九州でできることは高品質ツアーへの誘導だと考えております。

それで、１４ページに載せてありますような高品質クルーズ商品の支援をやっていこうと

いうことで、今機構とも話し合っているところです。 

 あと、１点先ほど山形委員からの質問で漏らしていまして、数値目標の件でございます

が、今回のこの資料でお示ししたとおり、数値目標が必要だという意見もあろうかと思い

ます。我々が今回審議会で重視したのは、数字というよりは個々の施策について定性的な

部分も含めて委員にまずご理解をいただき、そしてぜひバックアップをいただきたいとい

うことで、今回書かせていただきました。 

 交通政策基本計画は、確かに全国的な数値目標がございます。ただ、これは各地方ブロ

ックの積み上げではなくて、どちらかというとマクロ的な全国でやっていますから、そこ

から九州の数字を出すことができなくて、改めて作業が必要になると思います。 

 結局我々は今回の準備に当たって、数値目標をつくるには何らかの数字的な議論が必要

ですけれども、どうしても数字だけがひとり歩きする危険があるということで、今回は、

数値目標については、テクニカル的にいろいろな推計とか数式を使えば別にやりようがあ

るのかもしれませんけれども、我々は、そうやって無理に数字をつくるよりは、まず個々

の施策について、特に交通政策基本計画は全国版で書かれていますから、九州についての

我々に共通した問題意識を特にピックアップして、定性的な部分も含めて今日はご理解い

ただきたいということで開催しております。そういうことで数値目標は設定しなかったと

いう事情がございます。 

【石原会長】  ありがとうございました。 

 あと１０分ほどございますけれども、そのほかの臨時委員の皆様方、ご意見、ご質問等

ありましたらどうぞお願いします。 

 金子委員、いかがでございますか。バスの代表として何かございませんか。 

【金子委員】  ご指名ですのであれですけれども。ノンステップバスのお話が先ほど出

ました。私どもも導入したいと常に思っているんですけど、高価でございまして、その辺

の補助がマッチしないということでなかなか導入できないというのが実情でございます。

どうにかそういう方面もやっていきたいとは思います。 

 また、貸切バスについて不足というデータが出ておりますけれども、数年前までは料金

が安くて、貸切バスをやめた事業者がかなりございまして、私どもとしましてもバスを大

分減らしました。今日になって採算が合うようになりましたので、増やしたいと思います
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けれども、従業員、運転士の問題などがネックになりまして、なかなか急には増やせない

というのが実情でございます。 

 そういうことをいろいろ解決しながら、九州を一つにしていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

【石原会長】  ありがとうございます。 

 田中委員の代理の中井さんですね、タクシーについて何かありますか。 

【中井委員代理】  タクシー協会としましては、先ほど多言語のお話がございました。

これにつきましては、博多駅の中央口、それから筑紫口、それから地下のプレミアムタク

シー乗り場に、中国語、韓国語、英語を話せるタクシーコンシェルジュを配置しておりま

す。空港においても、国内線、それから国際線に１名ずつ配置をして外国の方の対応に当

たっておりますし、それから、さっき自動車部長からお話がございましたように、英語と

中国語で書いた指さしマップを乗務員に持たせてやっております。 

 それと、タクシーの福祉車両ですけれども、多分この台数は、緑ナンバーの福祉専用の

車両の台数じゃないかと思います。この福祉車両の区別というのは非常に難しいんですけ

れども、簡単に言えば車椅子だけを乗せるタクシーで、そういう部分がこの台数じゃない

かなと思います。 

 タクシーも、現在走っておりますタクシーがあと２年で生産中止になります。非常に優

秀な１００万キロ走るタクシーなんですけれども、ボディーが強過ぎて今の安全基準に合

わないという形で生産中止になって、今、日産がＵＤタクシーという形で出しております。

これはバリアフリーを目的としたタクシーです。２年後にはトヨタからまたそういう車が

出てまいります。これが多分今からの日本のタクシーの主流になっていくと思っています。

ただ、お隣の金子様が言われましたけれども、現在のタクシーは１台２２０万なんですけ

れども、この新しいＵＤタクシーは３５０万なんですね。それにいろいろな架装すると４

００万近くなるので、どのくらいで普及していくかわかりませんけれども、将来に向かっ

てはこれが主流のタクシーになると思います。 

 そういう形で我々も非常にいろいろな変化があっておりますけれども、公共交通機関と

して一生懸命頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【石原会長】  原さん、トラックについてはいかがでございますか。 

【原委員】  トラックはどうしても裏方的で、観光に直接なかなかかかわりにくい存在

です。先ほど資料を見ていて、手ぶらで観光できるとか、そういう裏方的な仕事はやれる
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のかなとちょっと思っています。 

 それから、今回我々トラックのほうもいろいろ取り上げてもらってありがたいなと思っ

ていまして、人材不足の中でトラガールという話が出ました。我々も非常に関心があって、

実際に女性ドライバーを入れているんですけど、我々中小企業で一番問題なのは、トイレ、

それから更衣室、この辺をもっときれいにしておくべきだなという思いがあります。実際

そういう体制づくりをやっています。それと、女性は非常に難しくて、二、三人ではやめ

ていくんですよね。だから５人以上を雇用して、女性同士で助け合うという環境づくりも

必要かなと思っています。 

 以上です。 

【石原会長】  ありがとうございました。 

 旅客船のほうはいかがですか。 

【竹永委員】  旅客船は、７ページに書いてありますように、今大体新しくできますフ

ェリーは、陸上のターミナルから直接船に乗り込んで、船の中のエレベーターで降りるよ

うにしていまして、お客さんに非常に喜ばれています。 

 それと、ここで言っていいかよくわかりませんけれども、今全国でジェットフォイルが

２１隻走っています。高速船ですね。これは、フェリーと違って船酔いしません。ただ、

時速４０キロぐらいで走ります高速のジェットフォイルはもう２０年以上建造していなく

て、一番古いのが３５年になっております。今いろいろ国交省の方とも会議していますけ

れども、１隻今５０億円かかるということで、１事業者としてその建造がなかなか難しい

状況でございます。国交省のほうでいろいろアドバイス受けながら今やっております。 

 本土内は、九州新幹線はじめ北海道新幹線など、至るところが高速化されておりますけ

れども、離島においては、今フェリーが行っておりますけれども、フェリーからジェット

フォイルに利用者が切りかわりつつあります。将来的に、島に行くジェットフォイルが 

なくなりますと、事業者としても島民といたしましても非常につらくなると思いますので、

こういう場で言っていいかわかりませんけれども、ぜひとも島からジェットをなくさない

ようによろしくお願いしたいと思います。 

【石原会長】  ありがとうございました。 

 自治体の皆様方、どなたかご発言ございませんか。よろしゅうございますか。 

 それでは、意見も大体これで出尽くしたと思います。時間もそろそろ参りましたので、

事務局にマイクをお返しします。活発なご意見をいただきありがとうございました。 
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【事務局】  貴重なご意見をいただき、まことにありがとうございます。 

 本日のご意見は、改めて確認させていただいた上で、ご意見の趣旨を踏まえ、今後の運

輸局の施策に反映してまいりたいと思います。また、本日の議事内容につきましては、事

務局で案を作成の後、委員の皆様にご確認をいただいた上で公表させていただきたいと思

いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

【事務局】  石原会長、議事の進行大変ありがとうございました。また、委員の皆様に

おかれましては、貴重なご意見、ご提言、ご助言をありがとうございました。 

 以上をもちまして第１８回九州地方交通審議会の審議が終了いたしました。 

 最後に、議事次第６、九州運輸局次長挨拶でございます。九州運輸局次長、久保田秀夫

より、委員の皆様方に一言お礼のご挨拶を申し上げます。久保田次長、お願いします。 

【久保田九州運輸局次長】  九州運輸局次長の久保田でございます。 

 本日の第１８回地方交通審議会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思

います。 

 石原会長はじめ本委員の皆様方、臨時委員の方々、本日は、月初めのまことにお忙しい

中、ご参集いただきましてありがとうございます。 

 本日いただきましたご意見、今日はテーマが交通基本政策の進め方という、非常に交

通・観光政策全般にわたる広いテーマの中、幅広く貴重なご意見賜りました。まことにあ

りがとうございます。いただきましたご意見については、整理をさせていただいた上で今

後の私どもの施策に反映させていきたいと考えております。 

 九州運輸局といたしましては、身近な交通の安全・安心の確保、そして、利便性の確保

とか、あるいは、先日、口永良部の噴火がございましたけれども、南海トラフ、あるいは

風水害等々の災害も多くございますので、そういうものへ備え、対応してまいりたいと考

えております。 

 また、議論にもなりましたけれども、東アジアのゲートウエイとして、今後ますます訪

日観光客を増やしていくということに向けて、従来のプロモーションだけではなく、受け

入れ施設、受け入れ体制の強化にも取り組んでまいりたいと考えております。 

 我々単独では当然こういうことは進めていけませんので、ぜひ今日ご参集の皆様方のご

意見を賜りながら、関係機関とも連携しながら進めてまいりたいと思っておりますので、

何とぞご支援、ご指導をよろしくお願いしたいと思います。本日はほんとうにありがとう

ございました。 
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【事務局】  以上をもちまして、本日の審議会を終了させていただきます。本日はお忙

しいところ長時間にわたり、まことにありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


